
付表５　　平　成　15　年　消　費　者

年月 事 項

15. 1 品目の追加 パソコン用プリンタ及びインターネット接続料を追加

基本銘柄の改正

新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1031 ゆでうどん １食入り（200～250g入り）,普通品 普通品

2 1141 塩さけ ぎんざけ,切り身 切り身

3 1333 ヨーグルト プレーンヨーグルト,500g入り

商標指定

プレーンヨーグルト,ポリ容器入り
(500g又は520g入り)

商標指定

4 1653 乾燥スープ 粉末,ポタージュ,コーンクリーム,箱入
り(4袋,80g入り),「クノールカップ
スープ  コーンクリーム」

粉末,ポタージュ,コーンクリーム,箱入
り(4袋,69.6g入り),「クノールカップ
スープ  コーンクリーム」

5 4121 カーペット タフテッドカーペット,ラグ,〔素材〕
「アクリル100%」又は「ポリエステル
100%」,〔サイズ〕「185×185cm」又は
「190×190cm」,中級品

タフテッドカーペット,無地,「アクリ
ル100%」又は「ポリエステル100%」,
ピースもの,〔パイル〕カット状；長さ
6～8mm,江戸間

※商標・品名指定

6 4394 浄水器 蛇口直結型,〔ろ材〕活性炭・中空糸
膜,〔ろ過流量〕2L／分,〔ろ材の取替
時期の目安〕５～６か月（１日10L使用
した場合）

※商標・型式番号指定

家庭用,蛇口直結型,〔ろ過流量〕2l／
分,〔ろ過材〕中空糸膜･活性炭

※商標・型式番号指定

7 5131 男子コート シングル並型,〔表地〕「綿100%」又は
「綿50%以上・化学繊維混用」,ライニ
ング付き,中級品
調査月　1月～2月,11月～12月

シングル並型,〔表地〕綿100%,ライニ
ング付き,中級品

調査月　1月～2月,11月～12月

8 5232 ブラウス（半
袖)

5分袖又は７分袖,〔素材〕綿100%(ニッ
トは除く),無地,〔サイズ〕「７～
11R」又は｢M｣,普通品
調査月　5月～9月

ポリエステル100%(ニットは除く),無
地,〔サイズ〕M,特殊な飾り付きは除
く,普通品
調査月　5月～9月

9 5572 マフラー 毛(カシミヤ100%),〔サイズ〕幅30cm･
長さ152cm,「バーバリー」,輸入品を除
く
調査月　1月～2月,9月～12月

毛(カシミヤ100%),〔サイズ〕幅30cm･
長さ144cm,「バーバリー」,輸入品を除
く
調査月　1月～2月,9月～12月

10 5521 男子靴下（夏
物)

春夏物,綿･化学繊維混用,無地,〔サイ
ズ〕25cm,普通品
調査月　3月～9月

春夏物,綿･化学繊維混用,柄物,〔サイ
ズ〕25cm,普通品
調査月　3月～9月

11 5522 男子靴下（冬
物)

秋冬物,毛･化学繊維混用,無地,〔サイ
ズ〕25cm,普通品
調査月　1月～3月,9月～12月

秋冬物,毛･化学繊維混用,柄物,〔サイ
ズ〕25cm,普通品
調査月　1月～3月,9月～12月

12 5541 婦人ソックス 「化学繊維混用」又は「綿･化学繊維混
用」,無地,〔サイズ〕23cm,普通品

「化学繊維混用」又は「綿･化学繊維混
用」,白,〔サイズ〕23cm,普通品

13 7404 書留 書留料,現金以外のもの,損害要償額
100,000円まで

書留料,現金以外のもの,損害要償額
10,000円まで

14 9154 テレビゲーム ＤＶＤ－ＲＯＭドライブ,ＣＰＵ  128
ビット,「プレイステーション２  ＳＣ
ＰＨ－39000」

ＤＶＤ－ＲＯＭドライブ,ＣＰＵ  128
ビット,「プレイステーション２  ＳＣ
ＰＨ－30000」

符号

内 容

品目
銘               柄



物　価　指　数　年　譜

年月 事 項

15. 1 基本銘柄の改正

新基本銘柄 旧基本銘柄

15 9190 園芸用土 培養土,袋入り（14L入り） 培養土,10l入り

取り扱い… 1,2,5～7,11,12,15：オーバーラップ法により接続

3,9,13,14：直接接続     4：容量リンクにより接続

8,10：インピュート法により接続

電気代の改定 燃料費調整による値下げ

（１月１日実施） （北海道電力，北陸電力，中国電力，四国電力，沖縄電力）

都市ガス代の改定 原料費調整による値下げ（千葉ガス，静岡ガス，大阪ガス他）

（１月１日実施）

自動車保険料(任意）損保会社の一部が保険料見直しによる値上げ

の改定

（１月１日実施）

15. 2 航空運賃の改定 航空保険特別料金の値下げ

（２月24日実施）

都市ガス代の改定 熱量変更による値下げ（大阪ガス，大津ガス）

（２月27日実施）

15. 4 電気代の改定 燃料費調整による値上げ

（４月１日実施） （北海道電力，東北電力，東京電力，北陸電力，中部電力，中国電力，四国電力，沖縄電力）

都市ガス代の改定 熱量変更による値下げ（宮崎ガス（宮崎市)）

（４月１日実施）

原料費調整による値上げ（東京ガス，東邦ガスグループ，大阪ガス，西部ガス他）

下水道料の改定 下水道料の値上げ（秋田市，福島市，水戸市，岐阜市，大阪市，和歌山市，松江市，宮崎市）

（４月１日実施）

診療代の改定 医療保険制度改正による値上げ

（４月１日実施）

国立大学授業料の 国立大学授業料の値上げ

改定

（４月１日実施）

内 容

符号 品目
銘               柄



付表５　　平　成　15　年　消　費　者

年月 事 項

15. 4 教科書の改定 教科書の値下げ

（４月１日実施）

通所介護料の改定 介護保険制度改正による値下げ

（４月１日実施）

15. 5 都市高速道路料金の 通行料金の値上げ（福岡都市高速道路）

改定

（５月１日実施）

15. 6 下水道料の改定 下水道料の値上げ（長野市）

（６月１日実施）

診療代の改定 医療保険制度改正による値下げ

（６月１日実施）

航空運賃の改定 往復運賃及び割引運賃の値上げ

（６月１日実施）

都市ガス代の改定 料金改定による値下げ（東部ガス（秋田市））

（６月29日実施）

15. 7 基本銘柄の改正

新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1051 即席めん 即席カップめん，中華タイプ，カップ
入り(77g入り)，「カップヌードル」

スナックめん，中華タイプ，カップ入
り(77g入り)，「カップヌードル」

2 1107 さば まさば，丸(長さ25～40cm) 丸(長さ約25～35cm)

3 1591 果物缶詰（み
かん)

シラップづけ，並ぶた缶，内容総量
425g入り，普通品

シラップづけ，並ぶた缶，内容総量
425g入り

商標指定

4 1631 みそ 米みそ，袋入り(1kg入り)，並 並，袋入り(1kg入り)

商標指定

5 1783 ポテトチップ
ス

袋入り(70～130g入り)，成型ポテト
チップスを除く

袋入り(90～107g入り)

6 1982 ミネラル
ウォーター

ペットボトル入り(2,000mL入り)，「サ
ントリー天然水」，「森の水だより」
又は「六甲のおいしい水」

ペットボトル入り(2l入り)，「南アル
プスの天然水」又は「六甲のおいしい
水」

7 2001 清酒Ａ 特撰又は特撰に相当する清酒，本醸造
酒，アルコール分15度以上17度未満，
瓶詰(1,800mL入り

商標・呼称指定

特撰又は特撰に相当するもの，瓶詰
(1,800ml入り)，アルコール分16度以上
17度未満

商標・呼称指定

符号 品目
銘               柄

内 容



物　価　指　数　年　譜　（続き）

年月 事 項

15. 7 基本銘柄の改正

新基本銘柄 旧基本銘柄

8 2002 清酒Ｂ 上撰又は上撰に相当する清酒，普通
酒，アルコール分14度以上16度未満，
瓶詰(1,800mL入り)

商標・呼称指定

上撰又は上撰に相当するもの，瓶詰
(1,800ml入り)，アルコール分15度以上
16度未満

商標・呼称指定

9 2003 清酒Ｃ 佳撰又は佳撰に相当する清酒，普通
酒，アルコール分13度以上16度未満，
紙容器入り(2,000mL入り)

商標・呼称指定

佳撰又は佳撰に相当するもの，瓶詰
(1,800ml入り)，アルコール分15度以上
16度未満

商標・呼称指定

10 2041 ぶどう酒 瓶詰(720mＬ入り)，アルコール分15%未
満，「ビストロ」，「うれしいワイ
ン」又は「モンフレール」

瓶詰(720mＬ入り)，アルコール分15%未
満，「メルシャンビストロ」，「サン
トリーワインデリカメゾン」，「ポ
レールうれしいワイン」又は「マンズ･
モンフレール」

11 4412 ティシュペー
パー

5箱入り，1箱360枚(180組)入り，「エ
リエール」又は「クリネックス」

5箱入り，1箱400枚(200組)入り，「ク
リネックス」，「スコッティ」，「ネ
ピア」又は「エリエール」

12 4431 台所用洗剤 合成洗剤，食器・調理用具用，液状，
つめかえ用，ポリ容器入り（450mL入
り），「まな板とスポンジの除菌がで
きるジョイ」，「アロマジョイ」，又
は「チャーミーマイルド」

野菜･果物・食器・調理用具用合成洗
剤，液状，詰め替え用，ポリ容器入り
（450mL入り），「除菌ができるジョ
イ」，「なめらかフィールジョイ」，
「ファミリーピュア」又は「ファミ
リーピュアマイルド」

13 4461 防虫剤 ピレスロイド系（エムペントリン製
剤），引き出し・衣装ケース用，箱又
は袋入り(24個入り)，有効期間6か月，
「ムシューダ」又は「ミセスロイド」

ピレスロイド系（エムペントリン製
剤），引き出し・衣装ケース用，箱又
は袋入り(24+12個入り)，有効期間6か
月，「ムシューダ」又は「ミセスロイ
ド」

14 4442 柔軟仕上剤 洗濯用，つめかえ用，袋入り(600mL入
り)，「ハミング1/3」，「フローラル
ハミング1/3」，又は「センイふんわり
ソフランＣ」

洗濯用，詰め替え用，袋入り(600mL入
り)，「ハミング1/3」，「フローラル
ハミング1/3」，「ソフランＣ」又は
「ソフト＆ドライ」

15 6101 生理用紙綿 昼用，レギュラー，ウイングなし，38
個入り，「ロリエさらさらクッショ
ン」

昼用，スリム，34～40個入り

商標指定

16 7433 運送料 宅配便運賃，重量５kg，縦・横・高さ
の合計80cmのものを宅配便取扱店に持
ち込んだ場合の運賃，同一都道府県内
配送運賃

宅配便名指定

宅配便運賃，重量10kg，普通サイズ，
同一地帯内運送

宅配便名指定

17 9154 テレビゲーム ＤＶＤ－ＲＯＭドライブ，ＣＰＵ  128
ビット，「プレイステーション２ ＳＣ
ＰＨ－50000」

ＤＶＤ－ＲＯＭドライブ，ＣＰＵ  128
ビット，「プレイステーション２  Ｓ
ＣＰＨ－39000」

18 9162 フィルム カメラ用，カラープリント用，35ミ
リ，ＩＳＯ400，27枚撮り，3本入り，
「フジカラー  ＳＵＰＥＲＩＡ　Ｖ
enus  400」

カメラ用，カラープリント用，35ミ
リ，ＩＳＯ400，27枚撮り，3本入り，
「フジカラー  ＳＵＰＥＲＩＡ  400」

19 9603 電気かみそり
（輸入品)

往復式，充電交流式，充電時間4時間，
3枚刃，クリーン＆チャージ付き（水洗
い対応），「ブラウン ＢＳ 5790」

往復式，充電交流式，充電時間1時間，
3枚刃，水洗いタイプ，「ブラウン Ｂ
Ｓ 5614」

内 容

符号 品目
銘               柄



付表５　　平　成　15　年　消　費　者

年月 事 項

15. 7 基本銘柄の改正

新基本銘柄 旧基本銘柄

20 9672 ファンデー
ションＢ

セルフ化粧品，パウダータイプ，オー
ルシーズン用，ケース入り(13g入り)，
「ホワイティア  パクト」

セルフ化粧品，パウダータイプ，オー
ルシーズン用，ケース入り(13g入り)，
「ホワイティア  パクトＮＢ」

取り扱い… 1～8，10，14，18，20：直接接続

9，12，15～17，19：オーバーラップ法により接続

11，13：数量リンクにより接続

電気代の改定 燃料費調整による値上げ（東北電力，東京電力，北陸電力，中部電力，関西電力）

（７月１日実施）

都市ガス代の改定 原料費調整による値上げ（東京ガス，東邦ガスグループ，大阪ガス，西部ガス他）

（７月１日実施）

下水道料の改定 下水道料の値上げ（青森市）

（７月１日実施）

航空運賃の改定 普通運賃，往復運賃及び割引運賃の値上げ

（７月１日実施）

たばこ税の改正 たばこ税の引き上げによるたばこの値上げ

（７月１日実施）

15. 8 自動車保険料(任意) 損保会社の一部が保険料見直しによる値下げ

の改定

（８月１日実施)

15. 9 都市ガス代の改定 料金改定による値下げ（北陸ガス）

（９月１日実施）

タクシー代の改定 初乗り距離短縮運賃の廃止による値上げ（長野市）

（９月１日実施）

15.10 電気代の改定 燃料費調整による値下げ

（10月１日実施） （北海道電力，東北電力，東京電力，北陸電力，中部電力，関西電力，沖縄電力）

内 容

符号 品目
銘               柄



物　価　指　数　年　譜　（続き）

年月 事 項

15.10 都市ガス代の改定 原料費調整による値下げ（東京ガス，東邦ガスグループ，大阪ガス，西部ガス他）

（10月１日実施）

熱量変更による値下げ（東京ガス（甲府市））

原料費調整による値上げ（北海道ガス，東部ガス（秋田市)他）

料金（ＪＲ新幹線) 「のぞみ」の特急料金値下げ及び自由席の新設定による値下げ

の改定

（10月１日実施）

移動電話通信料の 移動電話通信会社の一部が新割引サービスの設定による値下げ

改定

（10月１日実施）

普通運賃(ＪＲ以外) 「えちぜん鉄道」（旧「越前本線」）が全線運行再開に伴い値下げ（福井県)

の改定

（10月19日実施）

通学定期(ＪＲ以外) 「えちぜん鉄道」（旧「越前本線」）が全線運行再開に伴い値下げ（福井県)

の改定

（10月19日実施）

通勤定期(ＪＲ以外) 「えちぜん鉄道」（旧「越前本線」）が全線運行再開に伴い値下げ（福井県)

の改定

（10月19日実施）

15.11 都市ガス代の改定 熱量変更による値下げ（福井市）

（11月１日実施）

15.12 通勤定期(ＪＲ以外) 通勤定期の値下げ（百合高原鉄道，秋田県）

の改定

（12月１日実施）

移動電話通信料の 移動電話通信会社の一部が新割引サービスの設定による値下げ

改定

（12月１日実施）

内 容


